
社長のコラム社長のコラム
　紅葉も深まる中「イベントの秋」も終盤。写真は先日開催された「チルドリン
東北芋煮懇親会」の様子です。当日、私たちも「スイーツBBQ」で参加。これ
まで地域の皆さんの交流の場としてアイムショールームで「ママまつり」などを
開催してきた皆さんが一堂に集い芋煮あり！ドラムあり？！楽しい懇親会となりま

した(^^)。
　「あんだん家」をお読みの皆様はもちろん、地元の方々にも「喜ばれる場所」になればとできるとこ
ろから地道に「暮らしを楽しむ」情報をお届けしてから10年。人気の「ママカフェ」さんをはじめ、5つ
のカルチャー教室に加えて、現在ではＮＰＯ活動の場としても広くご活用いただけるようになりました。
　当日、仲間をはじめたくさんの皆さんが行き交うのを眺めながら、ふとスタート当初の事やこれまで
の事を思い出しました・・・
ふと気づけば昔描いたイメージがたくさんの皆さんのお陰でカタチになってきました。
　今後も地域の皆様に喜ばれるように、さらには自らも楽しみながら続けて行こうと思います。
　あらためて感謝m(__)m

～ 菅原工務店・アイムとご縁のあった皆さまにお届けする住まいや暮らしに役立つ情報誌 ～
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この日はリンゴを焼いてみましたこの日はリンゴを焼いてみました

豚汁約100食
完食！

悪ノリして少 ・々・・♪

相澤先生の華麗な演奏！
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相澤先生の華麗な演奏！

鳴子の紅葉

CASATAⅡ 1周年祭 11月28日土・29日日 10:00～15:00
CASATAⅡ・アイムショールーム

お気軽に
おいで
下さい!!



アイムのスタッフコラム!アイムのスタッフコラム!アイムのスタッフコラム!のスタッフコラム!のスタッフコラム!のスタッフコラム!

　こんにちは!! アイムの千葉です。
先月の10，11日に行われました古川秋ま

つりに昨年に引き続きアイムショールームで開催されて
いる「 マ マカフェ」さんと一 緒に新 商 品 ! ! 蓄 電 池

「POWER DEPOⅡ」の紹介を兼ねて参加してきました
(^^)
　私は今回初参加、また約10年振りに地元のお祭りが見
れるということもあり、とても新鮮な気持ちでした。
　当日は朝から小雨が降り肌寒い日ではありましたがメ
イン会場では大崎の名店や仙台、名取のお店などが一同
に集まった「食フェス」が行われ食べ歩きしちゃいました!!

（´∀｀）また、ハロウィンコスプレパレード、稲葉先陣
大名行列など盛り沢山の内容なっており、多くのお客様
で賑わった一日でした!!

　こんにちは、工務店の早坂です。
　去る１０月２７日（火）、業者会である三成会の皆様とご一緒に山形方面にバス
研修旅行に行ってまいりました。

　当日は、まさに秋晴れ絶好の行楽日和となりました。まず、今回の研修旅行
のメインである金属サイディングの会社であるアイジー工業㈱の寒河江工場
の見学に行きました。常日頃現場で目にしている資材が、コイルから成形・梱包ま
で自動ライン化で淀みなくなく流れている様は圧巻でした。特に印象的だったの
は、薬品の化学反応によって膨張する断熱材の実験の模様でした。薬品の調合
割合に応じて硬さや性質が違ってくることが分かり、製品化するにあたって人々
の努力や研鑚があるんだなあと感じ入りました。

　その後、チェリーランドさがえで秋の味覚芋煮膳と買い物を楽しみ、また同じ
寒河江市内の造り酒屋古澤酒造さんの工場で試飲を楽しみました。帰路時間
が余ったので山寺に寄って帰りました。好天に恵まれ、秋の一日を満腹・満喫す
る事ができて、満足の一日でした。

三成会との合同バス
研修に参加して

古川秋まつりに参加しました！！

ショップレポート
仙 台 泉

　こんにちは!! アイムの小室です。★
　さてこの度、大和町もみじヶ丘の家が堂々
完成致しました!!    
　工務店・今野さん設計の元、タイルや造作
をこだわり抜いたお洒落な空間。構造や設備

も最新・最強の超!!ハイスペック住宅となっております！もちろん、京
セラ太陽光発電サムライブラック6.25ｋＷ設置。お施主様のご厚
意で1ヶ月間展示場としてご提供頂きます！

GRAND OPEN
大和町もみじヶ丘の家 

　こんにちは工務店の岩崎です。
10月27日　山形研修旅行にて古澤酒造
さんに伺いました。古澤酒造さんは天保７
年（1836年）創業で179年の歴史のある
蔵で日本酒はもちろんのことリキュール類
も醸造しています。蔵内は醸造所はもちろん、酒作り資料館、試飲コーナーなど
もあり大人であれば楽しめる様になっています。私も試飲コーナーで気に入っ
た純米大吟醸紅花屋重兵衛を買って帰りましたが純米酒特有の米臭さが無く
て口当たりが良くほんとに飲みやすいお酒でした。この純米大吟醸は国税庁の
｢清酒の製法品質基準｣に則り醸造アルコールを使わず精米歩合が50％以下
の白米、米麹、水のみを使用した無添加酒（その他の吟醸酒は醸造アルコール
が入ります。）で醸造が難しく日本酒の最高峰ともいえるお酒です。古澤酒造
さんではこの精米歩合を35％以下まで白米の極限まで削り使用しているので
米臭さが無く芳醇さが出せているのだなと感心致しました。皆さんも是非一度
試してみて下さい。（20歳以上だけですよ。）

11月14日～12月13日
毎週土・日・祝  10：00～16：00

（平日は予約制）

見どころ満載の期間限定展示場
【大和町もみじヶ丘の家】

ぜひお誘い合わせの上、お気軽にお越し下さい！
詳しくは広告チラシ・ＨＰ・スタッフまで。

期間限定 展示場

とにかくお洒落で暖かい♪
私も早くマイホームが欲しいな----と、

思いながらお掃除・装飾しておりました♪
皆様お待ちしております！！

山形研修旅行にて
　　　古澤酒造さんに
　　　　　　　伺いました
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http://www.sumai-aim.co.jpソーラーはアイム 検索←

株式会社

住まい工房アイム
〈菅原工務店グループ〉

住まいのショールーム

宮城県大崎市古川旭一丁目10-24（イオン古川店北隣） 
TEL（0229）23-3670
FAX（0229）22-3617

http://www.sugawara-koumuten.com
菅原工務店 検索←

■当社ホームページからも住まいの最新情報や実例、
　オール電化、お客様の声がご覧頂けます。

蔵王に初雪が降りましたね!!
昔は、雪が早く降らないかなぁ～っと待ち
遠しく思っていましたが、今では降らない
でほしいと強く思っています（笑）
冷え症の私は、早くもヒートテックのお世
話になっています!!3月頃までは手放せま
せん(*_*;
皆様は、冬支度はバッチリですか？

　　　　　　　　　　（アイム　千葉）

TEL（0229）23-8265　FAX（0229）22-3617

営業時間：9：00～21：00まで（年中無休）

イオンタウン仙台泉大沢内
宮城県仙台市泉区大沢1丁目5番地1 2F

営業時間：9：00～18：00まで（水曜定休）
宮城県大崎市古川旭1丁目10-24

0120-972-7120120-971-977

イオン古川店北隣

おかげさまで40周年 編 集 後 記

社長
『うぬぼれ刑事』
宮藤官九郎の新感覚刑事ド
ラマ。最強コンビ。TOKIO
の長瀬くんが演じる「うぬぼ
れ」が失恋する刑事ドラマ。
エンディングが最高!!

佐々木（工務店）
『洞窟おじさん』

衝撃の実話として親の虐待
から逃れわずか13歳で山奥
に逃亡。洞窟に隠れ住む。そ
の後43年間ものサバイバル
生活を経て発見された男。笑
あり、涙ありの4回シリーズ。

岩崎（工務店）
『TRICK シリーズ』

主役の仲間由紀恵と阿部寛の
掛け合いが絶妙で面白く推理
物ですが笑い転げてました。

庄司（工務店）
『昼顔～平日午後3時の恋人たち～』
上戸彩が主人公の不倫ドラ
マ。ストーリーはさておき、
脇役の木下ほうか・伊藤歩
の演技にハマリました。

今野（工務店）
『最後から二番目の恋』
毎週何気なく見ていました。主
役二人が大人の魅力たっぷり
でとても感じのいいドラマでし
た。

宍戸（アイム）
『半沢直樹』

やられたら倍返し!!香川照之
演じる上司に対して半沢が
やり返すストーリーが面白
いです。

髙橋（アイム）
『ファーストクラス』

10月号のオススメ映画（プ
ラダを着た悪魔）に引き続
き、ファッション業界のお話。
エリカ様、健在です。

千葉（アイム）
『女くどき飯』
貫地谷しほりのセリフ一言
一言が「そうそう!!」共感。女
性の気持ちを知りたい男性
は是非観て下さい!!（笑）

渡邉（仙台泉）

『ナシ～～～～！』
社会人になってからドラマ
見てませ～ん！

小室（仙台泉）
『リッチマンプアウーマン』
小栗旬と石原さとみが大好
きです♡

      
 スタッフの

　　つぶやき
 今回の『つぶやき』は・・・ 今回の『つぶやき』は・・・

ツボった・ハマった
おススメ!
ドラマ

佐々木（仙台泉） 氣仙（仙台泉）

『半沢直樹』
あれはハマリました～！倍返し
が本当に面白かったです。

柴田（仙台泉）
『孤独のグルメ』

おいしそうに食べる姿にハ
マリます。夜中に見るとおな
かが空くので昼に見るのを
オススメします！

加藤部長（工務店）
『JIN-仁』
医者の仁が幕末の江戸にタイ
ムスリップをして現代医学の
知識と幕末の人々で近代医療
を実現。歴史上の人と絡み合
いながら進むドラマです。

早坂（工務店）
『鉄の河童・ラジオドラマ』
鉄鋼マンと少女のふれあいを
描いたドラマ。先日運転しな
がらなにげなく聴いていたら
涙が止まらなくなって車を止
めて聞き入ってしまいました。

20年前の青春ドラマ。仲間の大
切さや社会大人たちへの反抗！
こんな生き方に憧れてました。因
みに主題歌はカーペンターズ♪

野村（アイム）
『未成年』

大宮（アイム）
『フレンズ』

アメリカのテレビドラマで、テー
マ曲もよかった。「アイル・ビー・
ゼア・フォーユーゼア・フォー
ユー」あのカフェでソファーに
座り、コーヒーが飲みたい。

頭が良くなった気がするから
です・・・

坂井（アイム）

『ガリレオ』

伊藤（アイム）
『無痛～診える眼～』

人を見ただけで病気がわかる
能力をもつ医師のサスペン
スドラマです！現在放送中な
ので、まだ観てない方、お勧
めです！

『三国志』

長い間疑問に感じてた人物
等がようやく紐解けました。
「劉備」大好きです。




